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14
外国人留学生
数

平成29年度まで
に3,000人に増加

2,266人
(H27年5

月)

2,266人→
　　　2,373人
(H28年5月)

3,000人 Ｃ

○ふじのくに地域・大学コンソーシアムの留学生支援事業実施
委員会を通し、留学生支援を行った。また、留学フェアへの参
加やモンゴルの高校生招聘を通じ、県内大学の研究内容や留
学情報等を提供するとともに浙江省との短期留学生の相互交
流事業を実施した。

○平成28年5月現在の外国人留学生数は、前
年度を上回った。今後、留学生支援事業実施
委員会等を通し、留学生支援のよりいっそうの
充実を図るとともに、引き続き、県内大学の情
報を積極的に提供していく。

○これまで中国や韓国など東アジアを中心に情報発信
を行ってきたが、日本留学の新たなニーズが見込まれる
地域での情報発信を強化し留学生の積極的な受入れを
図るため、平成29年度は、モンゴル及びベトナムでの留
学フェアに参加する。また、モンゴルから高校生を招聘
し、県内大学等の研究内容を紹介する。
○ふじのくに地域・大学コンソーシアムを中心に各種支
援事業を実施するとともに、浙江省との短期留学生相互
交流事業を実施し、海外から留学しやすい環境の整備
を行っていく。

文化・観光部
（大学課）

○「外国人県民向けの日本語教室」での防災研修、県地震防
災センターでの外国人学校向けの防災研修、在浜松ブラジル
総領事館による移動領事館等の機会を捉えての研修を実施し
た。

○市町に対し外国人向けの防災研修の実施を呼びかけ
るとともに、国際交流員による外国人リーダー等に対す
る参加の働きかけを行う。
○やさしい日本語で解説した避難生活ガイドブック等を
活用した研修を実施する。

地域外交局
（多文化共生

課）

713人→
996人

（Ｈ28年度）

○外国人への防災啓発や防災教育の充実、避難行動の迅速
化が図られるよう、外国人が暮らしやすい環境整備を促進し
た。
以下の啓発資料を多言語で作成し、啓発した。
　・命のパスポート
　・地震防災ガイドブック
　・地震防災センターパンフレット
　・津波シアター映像DVD
　・富士山噴火時避難ルートマップ
○多言語表記による津波避難看板等の設置促進(市町対象)、
多言語表記による海抜表示シールの普及促進(県・市町・学
校・団体・企業等)
○地震防災ガイドブック「やさしい日本語」版の普及促進(多文
化共生課と危機情報課が連携)、外国人県民のための避難生
活ガイドブック「やさしい日本語」版の普及促進(多文化共生課
と危機情報課が連携)
○外国人向け防災研修の実施

○各種啓発資料の内容を充実させ、外国人へのさらな
る防災知識の普及や家庭内対策の必要性を周知し、防
災意識の高揚を図る。
併せて、外国人向け啓発資料の作成等により市町の外
国人向け防災対策の支援を図る。

危機管理部
（危機情報課）

16
刑法犯認知件
数

平成29年末まで
に年間23,000件
以下に減少

41,069件
(H21年)

23,480件→
  22,097件
(H28年)

23,000件
以下

(H29年)

（H28.3見直
27,000件以
下→23,000
件以下）

目標
値以
上

○　「犯罪情勢分析システム」や「地理情報システム（ＧＩＳ）」を
活用して発生状況を分析し、各種犯罪抑止対策に活用するとと
もに、県民や関係機関・団体に提供するなど、自主防犯活動の
促進を図った。
○　犯罪発生状況を分析し、防犯環境整備重点地区を選定し
た上、施設管理者に対し、防犯活動への取組、防犯カメラ設置
等の働きかけを行った。
○外国人研修生や留学・就学生らに対する防犯教室を開催
し、犯罪発生状況とその被害防止対策を説明するなど、防犯意
識の向上に努めた。

○　刑法犯認知件数は、平成14年をピークに
平成15年から14年連続減少しており、「平成29
年末までに23,000件以下」の数値目標を達成し
た。

○　自治体、地域住民、事業者と協力して社会の各分
野・各層に防犯ネットワークをきめ細かく整備するととも
に、適時適切な情報提供に努めていく。
○　地域毎に発生する犯罪情勢を分析し、犯罪実態に
即した効果的な犯罪抑止対策の推進に努めていく。
○　外国人に対する防犯教室を開催し、犯罪発生状況
とその被害防止対策を説明するなど、防犯意識の向上
に努めていく。

県警察本部
（生活安全企

画課）

○地域住民、関係機関・団体等との連携・協働による「あなた
が主役の交通安全県民運動」を県民総ぐるみで展開し、参加・
体験・実践型の交通安全教育によって外国人も含めた県民一
人ひとりの交通安全意識の高揚を図るため、自発光式反射材
の着用と早めのライトオンを呼び掛ける「ピカッと作戦！」の周
知等総合的な交通事故防止対策を図った。

○各季の交通安全運動の推進など県民一体
の活動等により、県民の安全意識向上を図っ
てきたことにより、平成28年の人身交通事故に
よる死者数は137人、件数は31,518件に減少
し、交通事故の総量削減に一定の成果が見ら
れた。
○外国人向け交通安全ハンドブック3,600部を
作成し、関係機関に配付し、外国人の交通事
故防止啓発を実施した。

○高齢者の事故防止対策を最優先課題に掲げるととも
に、外国人も含めた県民一人ひとりの交通安全意識の
高揚を図るため、周知啓発を行う。特に、夕暮れ時から
夜間の歩行者事故の防止のため、歩行者・自転車への
自発光式反射材等の着用、運転者の早めのライトオン
を促す「ピカッと作戦！」を推進するほか、こまめなハイ
ビームを呼びかけていく。

くらし・環境部
（くらし交通安

全課）

○高齢者の事故防止対策を最優先の課題として、高齢者宅訪
問や高齢者の運転免許証の自主返納をはじめ、一層の参加・
体験・実践型の交通安全教育を進めるなど、総合的な交通事
故防止対策の推進を図った。
○平成19年度から、外国人交通安全教育指導員を非常勤嘱託
職員として任用し、警察署及び静岡県交通安全指導員と連携
して、ポルトガル語を母国語とするブラジル人を中心に、段階的
かつ体系的な交通安全教育を実施した。

○人身交通事故件数は、平成27年以降数値目
標である33,000件以下の水準で推移している。
○外国人が起因者となった交通事故は外国人
指導員任用前と比べ減少しており、交通安全
教育の効果が現れている。

○「おもいやり　ありがとう」を理念とした事故防止対策
を推進し、全ての道路利用者が実践することで交通安
全意識の向上と交通事故防止を図る。
○外国人交通安全指導員を外国人学校や外国人を雇
用する事業所等に派遣して、母国との交通ルールの違
いや交通安全に対する考え方を理解させるなど、効果
的な交通安全教育に努める。

県警察本部
（交通企画課）

⑥
外
国
人
県
民
が
活
躍
で
き
る
場
づ
く
り
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地域防災訓練
(12月第一日曜
日)に参加した
外国人県民の
数

○　市町等と連携して、地域防災訓練が災害時におけ
る外国人県民の支援、共助体制の強化につながるもの
になるよう一層努め、外国人県民の参加を促す。
○　外国人県民向けやさしい日本語等防災講座や県地
震防災センターにおける外国人学校向け防災研修を実
施する際に、外国人県民に対して直接参加を呼びかけ
る。

1,703→
　　1,801人
(H28.12)

⑦
危
機
管
理
対
策
の
推
進

平成29年度まで
に2,000人に増加

1,474人

目標
値以
上

600人
目標
値以
上

32,491→
　31,518件
（H28年）

危機管理部
（危機対策課）

2,000人 Ｂ

○　インターネット、ラジオ等の媒体を活用して外国人県民への
防災情報の提供、防災訓練のお知らせを行っている。
○　市町との多文化共生、防災、教育に係る会議を開催し、外
国人県民に参加を促すよう、市町に呼びかけて来た。

○　県内在住外国人数が平成21年末（93,499
人）から平成28年末（79,836人)の期間に約
15％減少している中で、基準年度(平成21年度)
に比べ平成28年度までに327人増加した。対前
年比（H27→H28 ）で98人増加（＋5.7％）。今後
も外国人県民に参加を促すよう市町を通じて呼
びかけて行く。

○毎年度30人程度の増加を見込んで目標値を
設定しているが、平成28年度は対前年度比で
283人増加した。
　ブラジルの移動総領事館、フィリピンの移動
大使館や外国人コミュニティのイベント等の機
会を利用した防災研修、外国人学校の防災研
修支援、西部危機管理局による避難所運営
ゲーム（HUG）やさしい日本語版を使った研修、
地震防災センターでの技能実習生等対象の研
修会など、計42回、996人を対象に実施した。

⑧
防
犯
･
交
通
安
全
対
策
の
推
進
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人身交通事故
件数

平成29年末まで
に年間33,000件

以下に減少

35,878件
(H21年)

33,000件
以下

(H29年)

15
外国人県民対
象の防災研修
への参加人数

3
誰
も
が
安
全
･
安
心
を
実
感
で
き
る
地
域
づ
く
り

平成29年度まで
に年間600人に増

加
338人
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多文化共生推進基本計画　具体的施策の取組状況（シートＢ）

平成28年度までの
具体的な取組

取組の進捗状況・評価等 今後の施策展開
主な担当
部局等

○　異文化理解の促進や多文化共生意識の醸成を図るため、以下の
事業に取り組んできた。
・平成26-27年度「多文化共生意識普及プロジェクト」を実施し、外国人
県民、日本人県民が協働して各国の文化・習慣などをまとめた「多文化
共生の手引き」を作成するとともに、手引きを活用した多文化共生フェ
ア等を開催した。
・平成27年度から、県内で活躍する外国人県民をホームページ上で紹
介
・県内小、中、高等学校等における「世界の文化と暮らし出前教室」の
実施（H28は67件、5,145人に対し実施）
・「ふじのくに留学生親善大使」の学校訪問や地域交流活動  (H28は
236件、延べ458人が参加）

○　平成28年度に実施した多文化共生基礎調査では、日本
人県民における多文化共生意識の定着が十分ではなかっ
た。
○　地域で生活する外国人に親しみを感じてもらえるよう、気
軽に外国人と日本人が交流できるための手引書作成やイベ
ントの開催、活躍する外国人県民を紹介するウェブサイトの
立ち上げなどを行ったが、一層の推進が必要である。

○　「多文化共生の手引き」や関係団体とのネットワークを活用し、イ
ベント等を継続していくほか、出前講座等の実施により、外国の文化
や習慣を理解する機会を提供し、多文化共生意識定着を目指す。
○　県内で活躍する外国人県民をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで積極的に紹介する等
により、親しみを感じる県民を増やす。
○　インターネット・ラジオや県政広報媒体等を活用した情報発信や
県民交流の機会提供をとおし、異文化理解の促進や多文化共生意
識の定着に取組む。
○　新聞、TV等のマスコミによる取材が増えるよう効果的な広報に努
め、多文化共生活動を広く情報発信する。
○　「ふじのくに留学生親善大使」については、本県との交流の架け
橋となる外国人を着実に増やすとともに、様々な場面で親善大使の
活用を図っていく。

地域外交局
（多文化共生

課）

○外国人や高齢者を含め、すべての人が自由に活動し、住む人も訪れ
る人も心温まる社会を実現するため、ユニバーサルデザインに関する
情報発信の強化や児童・生徒等を対象とした出前講座を実施した。

○「暮らしやすいまちづくりが進んでいると感じる人」の割合
は、調査開始時（平成16年度:41.6%）に比べると増えているも
のの、平成29年度調査では49.5%にとどまっている。

○ユニバーサルデザインの一層の普及・浸透を図るため、ＳＮＳなど
を通じたユニバーサルデザインの取組紹介や、先進のユニバーサル
デザイン事例を紹介するイベントの実施など、引き続き情報発信を強
化するとともに、児童・生徒を対象とした出前講座等の実施などによ
る普及啓発を行う。また、市町、大学、企業、NPO等の多様な主体と
連携し、UDを広く普及する取組を展開していく。

その他部局
（くらし・環境部
(県民生活課)）

○　国際交流員や外国人職員によって、県内小、中、高校等へ出張し｢
世界の文化と暮らし出前教室」を実施した。

○平成21～28年度にかけて毎年2,000～3,000名を超える生
徒等に対して出前教室を実施しており、異文化理解の機会と
して重要な事業となっている。

○今後も訪問する学校数の増加に努めるとともに、外国人学校等に
も対象を拡大していく。

地域外交局
（多文化共生

課）

○学校における人権教育の推進に向け、公立学校に対する悉皆研修
や希望研修を実施した。研修会を通じて、人権に関する正しい理解と
人権意識の高揚を図った。

○平成28年度年度末調査（学校対象）結果によると、人権教
育に取り組んだ学校の割合は全校種で100％、人権教育に関
する校内研修に取り組んだ学校の割合は全校種で95.1％で
あり、外国人の人権を含む人権教育の推進は図られてきてい
る。

○人権教育指導資料「静岡県人権教育の手引き」に法務省が掲げる
17の人権課題の中にある「外国人の人権」に関する実践学習例と資
料を掲載。県内公立学校全教員に本冊子を活用するよう伝え、人権
問題に関して更なる理解を深めていく。

教育委員会
（教育政策課）

○　「多言語」への取組は、IT活用などの事例を含めて紹介し、多国
籍化する外国人住民へのコミュニケーション支援を充実させる。
○　外国語ボランティアバンクについては、県国際交流協会と連携
し、外国人を含めた県民に対する登録を呼びかけていく。

地域外交局
（多文化共生

課）
6

多言語情報提供体
制等の確立
(p.23)

○　多言語情報体制の推進を県庁各課、市町等に呼びかけた。
○　通訳ボランティア及び災害通訳ボランティア養成講座の修了生を
はじめとした語学が堪能な県民にボランティアとして登録を呼びかけて
きた。また、登録者に対し、資質向上研修や活動のあっ旋を行った。

○　ホームページや防災設置看板等の｢多言語化」は、作成
中を含め全35市町が既に取り組んでいる。
　　県庁内各課の取組状況を一覧表にまとめて公表する。
○　外国語ボランティアバンク登録者は、平成28年度末で
1,240人となっている。

地域外交局
（多文化共生

課）

4

学校教育の場におけ
る国際理解教育と外
国人の人権に関する
人権教育の推進
(p.27)

5

社会生活のあらゆる
場において外国人の
人権について考える
ツール・機会の提供
(p.27)

○　県民一人ひとりの人権尊重の意識の普及啓発を図るため、テレビ・
ラジオＣＭ、新聞広告等のマスメディアを活用した広報活動を展開して
きたほか、地域・職場等における指導者の養成講座、「ふじのくに人権
フェスティバル」、「人権講演会」、「出前人権講座」等を開催した。

○　出前人権講座の内容を工夫して行うことや、関係機関や
団体と連携して県民が気軽に参加できるイベントを開催する
こと等により、人権啓発講座等参加人数は、安定的に確保で
きており、県民の人権尊重の意識の高揚・定着に寄与してい
る。

○　県民、特に若年層に人権尊重の理念を普及させるため、人権啓
発センターを中心に、学校、地域社会、関係機関と連携しながら出前
人権講座や講演会、研修会などの開催や、マスメディアなどを活用し
た効果的な広報活動を展開する。

健康福祉部
（地域福祉課）
人権同和対策

室

多文化共生センター
の設置と人材の育成
(p.19)

○　既にセンターを設置している愛知県や県内3市（浜松市、富士市、
磐田市）の状況を調査し、機能や役割を検討するとともに、県国際交流
協会との連携を密にして、県内NPO等とのネットワーク強化や情報機
能の強化に努めていく方針で取り組んできた。
○　平成26,27年度において、緊急雇用創出事業を活用し、県国際交流
協会に、ウェブサイトの刷新や多文化共生推進コーディネーター育成
のための事業を委託した。

○　県国際交流協会では、県内市町の国際交流協会等を調
査し、ウェブサイト運用改善を行い、ウェブサイトの更新を行っ
た。また、医療通訳や外国人の女性支援など、課題ごとに関
係機関と連携しながら、支援のためのネットワーク構築に取り
組んでいる。

○　県内NPOやボランティア団体等に関する情報を共有する県国際
交流協会のウェブサイトと連携し、県民が広域的、専門的な情報にイ
ンターネット上でアクセスできる機能の充実を図る。
○　県国際交流協会と連携して、県内NPOやボランティア団体との
ネットワーク強化、ウェブ上での相談窓口など、双方向的なネット
ワークの構築に取り組む。

主な施策の展開
[具体的な施策]

(基本計画記載ページ)

意識啓発活動の推
進
(p.19)

異文化理解講座等
の開催
(p.19)

1
多文化共生
意識の定着

1

2

（相互理解）

1
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7
やさしい日本語とル
ビ振りの普及
(p.23)

○　災害時に有効な情報発信手段であるだけでなく、日常においても
言葉の壁を超えて外国人とのコミュニケーションを図る手段として、普
及を図っている。
・　平成24年度に「地震防災ガイドブック（やさしい日本語版）」を、また
平成27年度には「避難生活ガイドブック（やさしい日本語版）」を作成す
るとともに、これらを活用した研修を行った。また、自治体国際化協会
が開発した「災害時多言語情報作成ツール」（やさしい日本語を含む。）
を紹介した。
・　平成26年度に多文化共生意識普及プロジェクトで作成した手引書に
「やさしい日本語で話してみよう」を掲載し、日常生活での活用を呼び
かけた。
・　平成27年度から県ホームページで県内外の活用事例等の紹介を
行っている。
・　平成28年度に県市町行政職員等を対象に「やさしい日本語」研修を
実施
○　市町に対し、多文化共生担当者会議等の機会で事例を紹介しなが
ら、活用を呼びかけている。

○　災害時緊急情報、避難ビル、海抜表示、県作成のやさし
い日本語版の避難生活ガイドブック等の活用、国保だよりや
さしい日本語版の発行（沼津市）、外国人との接遇に関する職
員マニュアル作成（焼津市）、やさしい日本語マニュアル作成
（掛川市）など、計22市町での取組が報告されており、積極的
に取り組んでいるところがある一方、全県的に広がっていると
まではいえない状況である。

○　今後は、防災分野での取組に加え、他分野でのやさしい日本語
が有用な場面も含めて、具体的活用例の情報提供等により、市町の
取組を促進する。平成29年度は静岡県庁版「やさしい日本語」の手
引きを作成し、庁内での取組を促進するとともに、市町にも作成した
手引きを紹介し、市町の取組を促進する。

地域外交局
（多文化共生

課）

2

誰もが
快適に
暮らせる
地域づく
り

教育委員会
（義務教育課）

外国人児童生徒の
指導に当たる教員、
支援員の確保と資質
の向上
(p.29)

○　教員採用選考試験において、ポルトガル語・スペイン語が堪能な人
材を確保するため、平成21年度（平成22年度採用）から特別な枠を設
けている。
○　外国人児童生徒を支援するため国による加配教員を配置してい
る。
○　外国人児童生徒担当教員等研修会を実施した。児童生徒の日本
語能力測定方法についての演習及び特別の教育課程の編成･実施に
ついて講義を行い、担当教員等の資質の向上を図った。

○　ポルトガル語やスペイン語が堪能な教職員の採用を始め
てから8年が経過する。教育現場にどのような効果が与えられ
ているのかを検証し、新たな採用方針の検討を行っている。
なお、平成28年度（平成29年度採用）では合格者はなく、現
在、合計21人が小中学校に勤務している。
○　外国人児童生徒を支援するための国加配教員について
は、平成28年度は小学校へ60人、中学校へ18人の計78人を
配置した。(政令市含む)
○　講義・演習を通して、日ごろの疑問が解決したり、同じ悩
みを抱えている者同士で意見交換を行うことができる等、参
加者に好評であった。

○　今後も、ポルトガル語・スペイン語が堪能な者を対象とした選考
について改善を図り、採用数を確保していく。また、外国籍の児童・
生徒数の増減に配慮しながら安定した制度となるよう、国による加配
教員増の要請を継続していく。
○　外国人児童生徒担当者等研修会は静東、静西地区それぞれ実
施していく。

（快適な暮らし）

3
外国人の子
どもの教育
環境の整備

11

○　平成25年から、県社会福祉協議会と協働して、市町社会福祉協議
会職員等を対象に、外国人からの相談に際し必要な知識(在留資格、
入国管理法、多様な文化的背景を持つ人への処し方等)を学ぶため
の、多文化ソーシャルワーカー育成研修を実施してきた。

○　平成28年度は、中部地域と東部地域で基礎研修をそれ
ぞれ1回、また西部地域・中部地域・東部地域でテーマ別研修
を合計10回、県国際交流協会・県社会福祉協議会と共催によ
り実施した。合計で15市町から77人が参加した。
○また、過去の受講者に対して平成28年1月に実施したアン
ケートの結果を受け、研修会においては、外国人の文化的背
景や相談事例、外国人の専門的相談に必要な知識等に関す
る内容を取り入れるとともに、地域別の研修も採用している。
○　平成24年度0人からのスタートのため初期の増加が大き
いが、平成26年度以降、前年度比２市町の増加にとどまって
いる。

○　外国人が訪れる可能性がある各種相談窓口職員を対象に育成
研修を実施し、相互のネットワークの充実化も図る。
○　平成29年度以降も引き続き、県国際交流協会・県社会福祉協議
会と連携し、基礎研修を東・中部で合計２回実施する。

地域外交局
（多文化共生

課）

○　異文化理解の促進や多文化共生意識の醸成を図るため、以下の
事業に取り組んできた。
・外国人県民、日本人県民が協働して各国の文化・習慣などをまとめた
[多文化共生の手引き」を作成し、それを活用した多文化共生フェア等
を開催（平成26-27年度事業 「多文化共生意識普及ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」）
・国際交流員によるラジオやSNSを活用した県政や生活情報の発信
（英語、ポルトガル語、タガログ語）
・県内で活躍する外国人県民を紹介するホームページ上で紹介（10カ
国、20人を紹介）
・県内小、中、高等学校等における「世界の文化と暮らし出前教室」の
実施（平成28年度は67件、5,145人に対し実施）
・「ふじのくに留学生親善大使」の学校訪問や地域交流活動

○　平成28年度に実施した多文化共生基礎調査では、日本
人県民における多文化共生意識の定着が十分ではなかっ
た。
○　外国人県民に親しみを感じてもらえるよう、気軽に外国人
と日本人が交流できるための手引書作成やイベントの開催、
活躍する外国人県民を紹介するウェブサイトの立ち上げなど
を行ったが、一層の推進が必要である。

○　緊急雇用創出事業を活用した「外国人県民のための自立支援日
本語教室開催事業」を実施(平成21～25年度)し、日本語学習の機会拡
大に努めて来た。
○　平成27,28年度に、県・市町の多文化共生、教育委員会の担当者
等を対象に、地域の日本語教室の役割や連携等をテーマにした研修
会を実施した。

○　外国人住民のための日本語教育は、県国際交流協会調
べによると、平成28年度で70団体、113教室で実施されてい
る。運営費などの課題をかかえているところが多い。
○　文化庁の調査によれば、大学等を除いた一般の施設等
での日本語学習者は平成27年11月現在、2,928人と増加の傾
向にある。

○　市町職員等を対象に地域日本語教室に関する研修会等を実施
し、日本語教室と行政の連携を促進し、外国人県民の日本語学習の
機会拡大を図る。

地域外交局
（多文化共生

課）

○　「多文化共生の手引き」や関係団体とのネットワークを活用し、イ
ベント等を継続していくほか、出前講座等の実施により、外国の文化
や習慣を理解する機会を提供し、多文化共生意識定着を目指す。
○　県内で活躍する外国人県民をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで積極的に紹介する等
により、親しみを感じる県民を増やす。
○　インターネット・ラジオや県政広報媒体等を活用した情報発信や
県民交流の機会提供を通し、異文化理解の促進や多文化共生意識
の定着に取組む。
○　新聞、TV等のマスコミによる取材が増えるよう効果的な広報に努
め、多文化共生活動を広く情報発信する。

地域外交局
（多文化共生

課）

8

外国人県民の日本
語・日本文化の学習
支援
(p.23)

10
多文化ソーシャル
ワーカーの育成
(p.24)

9

日本人県民の国際
感覚の涵養、外国語
習得及び日本文化
の再理解への支援
(p.24)
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12
就学前段階での取組
(p.30)

○　各市町教育委員会において、幼稚園・保育所等にバイリンガル相
談員等の派遣を行い、就学支援を行っている。

○　各市町における取組により、保護者の就学に対する疑問
や悩みが緩和されている。

○　各市町への県独自の調査結果等について、関連課に情報提供
し、連携を図る。

教育委員会
（義務教育課）

○　加配教員が丁寧に指導を実施している。
○　外国人児童生徒トータルサポート事業において、バイリンガル相談
員等を県の派遣基準に基づき、市町教育委員会や学校等に派遣して
いる。また、外国人児童生徒教育連絡協議会を開催し、国や県の施策
説明や担当指導主事等の情報交換の場としている。

○　加配教員による丁寧な指導が実施されることで、外国人
児童生徒が「楽しく落ち着いた学校生活」を送れるようになり、
「学級への所属感」や「学習への意欲」が高まった。また、加
配教員が、保護者に対しきめ細やかな教育相談を積み重ね
ることにより、学校教育への理解や関心が高まった。
○　外国人児童生徒トータルサポート事業による相談員等の
支援については、学校、児童生徒ともにほぼ100％が「満足し
ている」と評価している。

○　国に対して加配の継続を要請する。外国人児童生徒一人ひとり
の実態に応じた指導を推進するとともに、心のケア、問題行動への
迅速な対応を行う。
○　外国人児童生徒トータルサポート事業による相談員等の派遣基
準の見直しをしつつ、事業は継続して実施していく。特別の教育課程
の編成・実施について、研修会等で周知し、確実な実施を促してい
く。

教育委員会
（義務教育課）

○　平成25年度から県内在住の外国人の子どもの就学状況の実態調
査を、市町・市町教育委員会（独自に調査している浜松市を除く。）の協
力を得て実施している。平成25年度はNPOに委託し学齢期の全数調査
を実施、その後は新規対象者とそれまでの不就学のフォローアップ等
により調査。
○　市町が参加する外国人児童生徒教育連絡協議会においても、調
査の協力を依頼。

○平成28年度調査では、新規対象者は6人、フォローアップ調
査対象等で11人、計17人の不就学が判明。国籍別では、ブラ
ジル9人、フィリピン7人、中国１人となっている。なお、この調
査の過程での情報提供などにより学校への就学につながっ
た例が市町から報告されている。（浜松市は別途2名判明）

○　今後も、市町・市町教育委員会と連携し、不就学状態の解消に
向けて、実態調査と地域の実情に応じた就学促進を継続して行う。
○　平成29年度「外国人の子ども育成支援事業」により、支援人材の
育成等により市町での支援体制の整備を促進していく。

地域外交局
（多文化共生

課）
教育委員会

（義務教育課）

○　将来の静岡県を支える有為な人材の育成をめざし、日本社会に適
応する教育の充実や育成環境の整備を図ってきた。
○　教育委員会やNPOと連携し研究会の開催、外国人学校進路相談
等を実施した。

○多言語（ポルトガル語・タガログ語・日本語）による進路相談
ガイドブックを作成し、それを活用しながら、国際交流員も参
加して、外国人の子どもに直接働きかける機会やツールを整
えた。

○　外国人の子どもの進路相談等について、様々な取組を各局面で
継続的に実施していく。

地域外交局
（多文化共生

課）

2

誰もが
快適に
暮らせる
地域づく
り

○　外国人児童生徒教育連絡協議会において、各市町の進路に関す
る状況について情報交換をした。国際交流協会や多文化共生課からも
進路支援に関する情報提供をしてもらった。

○　関係市町が一堂に会する機会のため、活発な情報交換
の場となっている。

○　外国人児童生徒教育連絡協議会において、各市町の状況につ
いて情報交換を行うとともに、関連課等からの情報の共有を行い、進
路ガイダンス等の開催を含め義務教育相当終了後の進路について
の適切な指導につなげていく。

教育委員会
（義務教育課）

○　外国人生徒に対する学習支援事業を実施している。
○　外国人生徒選抜実施校、外国人生徒の多い定時制課程
を中心に学習支援員を配置している。支援事業としてニーズ
が高い。

○　今後もこの事業を継続し、学習支援員が外国人生徒の多い学校
に行き、適応指導、学習指導等を行う。

教育委員会
（高校教育課）

○　南米系外国人学校に対し、国際交流員が定期的に連絡を取り、状
況確認や出前教室の提案、防災研修支援などを行っている。
○　平成19～23年度外国人学校への日本語指導者派遣事業を実施し
た。
○　平成26年度には、JICA事業の一環でブラジルからカウンセラーを
受け入れ、心理カウンセリングを一部の外国人学校で行った。

○　近年、南米系外国人が減少傾向にある一方、アジア系外
国人が増えるなど多様化しており、県内10か所の南米系外国
人学校は厳しい状況にある。県では、定期的な連絡を行うとと
もに、防災研修などにより支援を行っている。

○　国際交流員による出前教室や防災研修の開催等により連携を
図っていく。
○　外国人学校に対する本国政府の支援拡大や、各種学校に認可
された学校法人への特定公益増進法人の適用等を多文化共生推進
協議会を通じて国に要請を行っていく。
○　平成29年度新規事業として、県国際交流協会に、県拠出金と民
間寄付による基金を創設し、外国人児童生徒の日本語学習等の支
援を行う。

地域外交局
（多文化共生

課）

○　南米系外国人学校のうち各種学校に認可されている3校に対し、運
営費助成を行っている。

○  南米系外国人学校のうち各種学校に認可されている３校
について運営費助成を行うとともに、学校を訪問し、私立学校
法や寄附行為に沿った運営や、適切な会計が行われるよう指
導助言し、学校運営の健全性を図っている。

○　引き続き、南米系外国人学校のうち各種学校に認可されている
学校の運営を支援していく。

文化・観光部
（私学振興課）

16

外国人の子どもの社
会的自立を支援する
体制の整備
(p.31)

○　外国人の子どもが将来自立した生活を送れるよう、日本社会に適
応する教育の充実や育成環境の整備を図ってきた。
○　教育委員会やNPOと連携し、庁内関係課による｢多文化共生社会
を支える子ども育成研究会」の開催（H25～）、進路相談ガイドブック（ポ
ルトガル語、タガログ語）の作成と進路相談の支援等を実施した。
○　平成25年度から、学齢期の子どもの不就学実態調査を市町の協
力を得て実施してる。
○　平成26,27年度は、国の虹の架け橋教室事業の見直しを契機に、
県、市町の多文化共生担当、教育委員会、支援団体などによる「外国
人の子どもの就学対策検討会」を実施した。
○　平成28年度は「外国人の子ども育成支援事業」などを通じて、地域
総ぐるみの外国人の子どもの支援体制の整備を促進した。

○　就学対策検討会の実施などにより、県・市町の多文化共
生や教育委員会、国際交流協会等の関係者間で課題の共有
や連携が進んだ。

○　不就学実態調査を継続し、実態把握に努めるとともに、市町によ
る就学促進を図る。
○　平成29年度新規事業として、県国際交流協会に、県拠出金と民
間寄付による基金を創設し、外国人児童生徒の日本語学習等の支
援を行う。
○　また、平成29年度は引き続き「外国人の子ども育成支援事業」を
実施し、地域総ぐるみの外国人の子どもの支援体制の整備を促進し
ていく。

地域外交局
（多文化共生

課）

3
外国人の子
どもの教育
環境の整備

14
義務教育終了以降
の取組
(p.30)

15
外国人学校における

取組
(p.31)

13
公立小中学校段階で
の取組
(p.30)
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○　定住外国人の就労を目指すため、労働慣行や社会制度など日本
で働くために必要な基礎的知識の習得と、機械加工や介護、パソコン
などの実習を組合せた訓練を実施した。
○　ハローワーク等との連絡調整を行う定住外国人職業訓練コーディ
ネーターを配置した。

○　平成20年度から定住外国人向けの訓練を実施し、毎年数
多くの修了生が就職した。
○　平成20年度から浜松技術専門校に定住外国人コーディ
ネーターを１名配置し、関係機関との連絡調整などを実施し
た。

○　定住外国人の就労支援策として、引続き民間教育訓練機関等を
活用した職業訓練を実施する。

経済産業部
（職業能力開

発課）

○外国人に対する就職相談の実施
　外国人の求職者に対する就職相談を実施。西部ではポルトガル語の
通訳を配置している。
○外国人セミナー
　ジョブステーション西部で外国人の求職者を対象に、礼儀作法の習
得や面接対策のセミナーを実施した。

○平成28年度の外国人の就職相談件数　807件

○平成28年度のセミナー参加者数　15人

○引き続き外国人求職者のニーズにあったセミナー等を実施し、就
職をサポートする。

経済産業部
（雇用推進課）

○　厚生労働省の地域創生人材育成事業により、「静岡型定住外国人
就業・定着システム構築事業」を実施し、外国人労働者の正社員就労
の増加を図る。

○「静岡型定住外国人就業・定着システム構築事業」による
新規就業者：５人

○引き続き、就労意欲の高い外国人労働者の正社員就労支援な
ど、県内産業を支える人材である外国人の活躍を支援していく。

経済産業部
（労働政策課）

○　外国人県民の日本社会への定着、社会進出を支援するため、日本
語指導活動団体等に事業委託し、日本語教室を開催した。
○　県技術専門校や日本国際協力センターが実施している外国人向
け職業訓練、就労支援について、ポルトガル語で在住外国人に対し周
知を行った。

○　日本語教室は、平成21～25年度にかけて毎年200～400
名程度の受講者があった。
○　県だけでなく、日本国際協力センターなど他団体が実施
する外国人向け講座情報についても、SNS、ラジオなど様々
な方法で広報を実施した。

○　県及び他の機関や団体が実施する外国人向け職業訓練につい
て、SNS、ラジオなどの媒体を活用して在住外国人に対し周知・浸透
を図る。

地域外交局
（多文化共生

課）

2

誰もが
快適に
暮らせる
地域づく
り

18

外国人労働者の適
正雇用を進める憲章
の制定
(p.35)

○　雇用・就労・居住環境の整備を目指し、県内経済団体の協力のも
と、平成24年2月に「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を
促進するための憲章」を策定した。同様の憲章をもつ東海４県１市共催
の憲章普及セミナーを平成24年度から行っており、平成25年度には静
岡市で開催した。また、憲章賛同企業13社を県ホームページで紹介し
ている。

○　平成28年度は、憲章普及セミナーを四日市市で開催し、
本県からは情報関連事業者の事例発表を行った。
　また、憲章賛同企業で働く外国人を活躍する外国人県民紹
介サイトに掲載し、憲章の広報を図った。

○　県ホームページ上での憲章賛同企業やそこで働く外国人社員紹
介の拡充に努めるとともに、労働局や経済団体等と連携して憲章理
念の普及に努める。
○　憲章セミナーを平成30年２月に静岡県内で開催予定。

地域外交局
（多文化共生

課）

○ＦＭラジオ、インターネットラジオ、フェイスブック、ツイッターを活用
し、英語、ポルトガル語、タガログ語で在住外国人向けに情報提供を
行ってきた。
○県中西部で配布されているポルトガル語のフリーペーパーに、防災
を中心とする県からの情報を掲載。

○フェイスブックの英語、ポルトガル語、タガログ語のページ
の登録者は徐々に増加している。

○多言語による情報提供と併せて、やさしい日本語の普及も推進
し、各自治体からの情報等が外国人にとって分かりやすいものにな
るよう取り組んでいく。

地域外交局
（多文化共生

課）

○西部県民生活センターにおいて、消費生活情報誌（ポルトガル語版）
を発行し、契約上の注意点、製品事故情報等の情報提供を行ってい
る。

○外国人への消費生活に関する情報提供を年１回、継続的
に実施している。

○引き続き、外国人が安心して消費生活を送ることができるよう消費
生活に関する情報を提供していく。

くらし・環境部
（県民生活課）

○　異文化理解の促進や多文化共生意識の醸成を図るため、以下の
事業に取り組んで来た。
　・　すまいのしおり（ポルトガル語）の配布
　・　啓発用ＤＶＤ｢快適生活　県営住宅のくらし｣の活用
　　　（ポルトガル語、スペイン語、中国語、日本語）
　・　通訳者の配置
　  　（住宅供給公社西部支所　窓口対応、募集受付、資格審査、入居
説明、相談対応（ポルトガル語、スペイン語））
　・　県事業（建替等）についての通訳・翻訳
　・　外国人連絡員を外国人入居者の多い団地において委嘱（菊川団
地2名）
　・　外国人入居者の多い団地について、静岡県住宅供給公社と協力
し、生活説明・意見交換会、アンケート調査を実施した（吉原団地、田
尻団地、浜北団地、南平団地）

○　住宅供給公社東部支所1名、本所1名、西部支所2名の通
訳を配置済み。
○　啓発用ＤＶＤ、すまいのしおり、集団生活のルール等の啓
発用パンフレット、各種提出書類の外国語版を作成し、外国
人入居者に配布を行っている。
○　相談支援件数は増加傾向にあり、きめ細かな相談支援の
充実で外国人世帯の多くが住まい方のルール等についてよく
理解し、団地住民間のコミュニケーションを十分とっていくこと
が重要と考えている。

○　引き続き、通訳の適正な人員の確保に努め、外国人がより相談
しやすい環境づくりを行っていく。
○　引き続き、外国人入居者の多い団地について、静岡県住宅供給
公社と協力し、外国人向け生活説明・意見交換会を実施していく。

くらし・環境部
（公営住宅課）

19

外国人県民への情
報提供や交流の推
進
(p.35)

居住・医療・
保健・福祉
など生活環
境全般の充

実

5

4

雇用・就労
環境の整備
による雇用
安定

17
外国人労働者の職
業訓練等の充実
(p.35)
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21
医療通訳制度の仕
組みづくり
(p.40)

○　庁内関係部局及び県国際交流協会とともに医療通訳のあり方につ
いて検討を行うワーキンググループを設置（平成26年度）
○　平成25年度から、県国際交流協会や静岡県立大学によって医療
通訳研修会が実施され、医療通訳者の育成に向けての取組が始まっ
た。
○　平成25年度から、県国際交流協会が静岡市内病院に医療通訳派
遣を実施

○　現状は、静岡市、浜松市、湖西市、磐田市、牧之原市・吉
田町、焼津市、富士市、富士宮市などの地域における基幹病
院が医療通訳を配置。平成27年度には、磐田市立総合病院
が国の「医療機関における外国人患者受け入れ環境整備事
業」の拠点病院に認定された。
○　ワーキンググループで関係機関が実施する取組の情報を
共有し、連携して、医療通訳拠点病院の拡充、医療通訳の必
要性の啓発、ボランティアへの研修などを進めた。

○　ワーキンググループを改編して、平成29年度に立ち上げた県医
療通訳推進協議会（事務局　多文化共生課）により、一定レベル以上
の知識を持つ医療通訳者の養成や医療機関等の依頼に応じた医療
通訳者の紹介に取り組み、外国人県民が安心して医療を受けられる
環境の整備に取り組んでいく。

地域外交局
（多文化共生

課）

2

誰もが
快適に
暮らせる
地域づく
り

24
外国人相談体制・支
援体制と広報の充実
(p.40)

○　多文化ソーシャルワーカー育成研修を平成25年度から実施。
○　県国際交流協会との連携による国際交流団体やNPO等の既存の
団体間のネットワークの強化を図ってきた。
○　17市１町で外国人相談対応。
○　ホームページやフェイスブック等による多言語情報提供。

○　多文化ソーシャルワーカー育成研修について、平成28年
度は、中部地域と東部地域で基礎研修をそれぞれ1回、また
西部地域・中部地域・東部地域でテーマ別研修を合計10回、
県国際交流協会・県社会福祉協議会と共催により実施した。
合計で15市町から77人が参加した。
○また、過去の受講者に対して平成28年１月に実施したアン
ケートの結果を受け、同研修会においては、外国人の文化的
背景や相談事例、外国人の専門的相談に必要な知識等に関
する内容を取り入れるとともに、地域別の研修も採用してい
る。

○　外国人が訪れる可能性がある各種相談窓口職員を対象に研修
を実施し、相互のネットワークの充実化も図る。
○　平成29年度も引き続き、県国際交流協会・県社会福祉協議会と
連携し、基礎研修を東・中部で合計２回実施する。

地域外交局
（多文化共生

課）

26

外国人県民の声を行
政に反映させるため
の仕組みづくり
(p.43)

○県や市町の各種審議会や委員会等への外国人県民の参加促進を
図るため、行政内での機運醸成に努め、外国人県民の声を行政に反
映させる仕組みづくりを呼びかけてきた。

○市町では、静岡市、浜松市、三島市、富士市、磐田市、掛
川市、湖西市で登用されているが、市町に広がっていない。
○現在、選任手続中の協議会があるため、平成29年度の人
数は減となった。
（平成29年度：県13人、市町36人）

○　市町との情報交換会等を通じて、外国人住民が活躍できる施策
を促進することにより、外国人住民を登用する市町の拡大を図ってい
く。

地域外交局
（多文化共生

課）

27

発災時等の緊急時に
おける協力体制の整
備
(p.43)

○「外国人県民向けの日本語教室」での防災研修、県地震防災セン
ターでの外国人学校向けの防災研修、在浜松ブラジル総領事館、フィ
リピン移動大使館による移動領事館等の機会を捉えての研修を実施し
た。

○外国人側及び自治会町内会側双方からの呼びかけで、防
災訓練等が行われる例がみられる。

○情報伝達のため要支援者である外国人住民への支援体制整備を
行う。加えて外国人が支援者側に回り地域防災力の強化に繋がる体
制を検討する。

危機管理部

28

外国人県民が多方
面の分野で活躍でき
る場の提供
(p.44)

○県や市町の各種審議会や委員会等への外国人県民の参加促進を
図るため、行政内での機運醸成に努め、外国人県民の声を行政に反
映させる仕組みづくりを呼びかけてきた。

○市町では、静岡市、浜松市、三島市、富士市、磐田市、掛
川市、湖西市で登用されているが、他市町に広がっていな
い。

○　市町との情報交換会等を通じて、外国人住民が活躍できる施策
を促進することにより、外国人住民を登用する市町の拡大を図ってい
く。

地域外交局
(多文化共生

課）

地域外交局
（多文化共生

課）

6
外国人県民
が活躍でき
る場づくり

25

外国人県民の地域コ
ミュニティへの参加促
進
(p.43)

○審議会等への外国人県民の数、地域防災訓練への参加状
況は、増加傾向にあるが、年によって増減がある。

○外国人住民の地域防災訓練への参加促進を通じて、地域コミュニ
ティへの参加を拡大する。
○外国人コミュニティリーダーやロールモデルとなる外国人の活動を
県のホームページ等で積極的に情報発信をしていく。

○外国人住民が主体的に地域社会に参画できるよう、防災の分野で、
訓練参加の呼びかけ等を行っている。
○市町に対し、各種の会議に外国人住民の参加を促している。

○　外国人向け国民健康保険制度パンフレット（６か国語版）を作成し、
市町に原稿提供。各市町で印刷・窓口配備し、加入資格のある外国人
（３か月超滞在し住民登録する人）に配付している。

○　年度ごとの制度改正を反映し、各市町にはその都度原稿
提供している。
○　実地検査や随時の調査により、市町の配備状況を確認し
ている。

○　外国人向けパンフレット原稿の市町提供を継続（制度改正反映）
健康福祉部
(国民健康保

険課）

○平成18年３月から運用を開始している「医療ネットしずおか」により、
休日当番医等の情報を提供している。
○外国人観光客等が体調不良を訴えた場合を想定し、言語面での医
療支援を図るため、平成20年度に「外国人急病者対応用コミュニケー
ションボード」等を作成し、空港周辺の関係機関などに配布した。

○医療ネットしずおかは、当初は英語のみの対応であった
が、平成25年11月にシステムの更新を行い、４言語（英、中、
韓、ポルトガル）まで対応言語を拡大した。

○医療情報の提供を継続するとともに、システムの一層の周知を図
る。

健康福祉部
（地域医療課）

22
コミュニケーションを
助けるツールの周知
(p.40)

23
健康保険・年金の加
入促進への支援
(p.40)

○　平成26年度に「静岡県居住支援協議会」を設立し、同年度に2回、
平成27年度に1回協議会を開催した。

○外国人を含む住宅の確保に特に配慮を要する者の民間賃
貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協
議する「静岡県居住支援協議会」を、不動産関係団体、県内
20市町、県(関係7課室)を構成員として、平成26年４月に発足
させ、同年度内に2回、平成27年度に1回協議会を開催し、意
見交換、情報共有を行った。

○定期的に会議を開催し、外国人の入居に関する課題・問題等につ
いて、意見交換を実施していく。
○新セーフティネット法・制度に関する情報収集・情報提供を行って
いく。

くらし環境部
（住まいづくり

課）
20

外国人県民の民間
賃貸借住宅への入
居支援、入居差別の
解消
(p.35)

居住・医療・
保健・福祉
など生活環
境全般の充

実

5
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2

誰もが
快適に
暮らせる
地域づく
り

29

外国人留学生の受
入れの促進と県内定
着への支援
(p.44)

○　ふじのくに地域・大学コンソーシアムの留学生支援事業実施委員
会を通し、留学生支援を行っている。また、留学フェアへの参加やモン
ゴルの高校生招聘を通じ、県内大学の研究内容や留学情報等を提供
するとともに、浙江省との短期留学生の相互交流事業を実施している。

○　外国人留学生数は、前年度を上回った。今後、留学生支
援事業実施委員会等を通し、留学生支援のより一層の充実
を図るとともに、引き続き、県内大学の情報を積極的に提供し
ていく。

○これまで中国や韓国など東アジアを中心に情報発信を行ってきた
が、日本留学の新たなニーズが見込まれる地域での情報発信を強
化し留学生の積極的な受入れを図るため、平成29年度は、モンゴル
及びベトナムでの留学フェアに参加する。また、モンゴルから高校生
を招聘し、県内大学等の研究内容を紹介する。
○ふじのくに地域・大学コンソーシアムを中心に各種支援事業を実施
するとともに、浙江省との短期留学生相互交流事業を実施し、海外
から留学しやすい環境の整備を行っている。

文化・観光部
（大学課）

○「外国人県民向けの日本語教室」での防災研修、県地震防災セン
ターでの外国人学校向けの防災研修、在浜松ブラジル総領事館、フィ
リピン移動大使館による移動領事館、フェスタジュニーナ浜松等の機会
を捉えての研修を実施した。（外国人県民対象の防災研修への参加人
数：平成28年度996人）

○毎年度30人程度の増加を見込んで目標値を設定している
が、今回は対前年度283人増加した。

○市町に対し外国人向けの防災研修の実施を積極的に呼びかける
とともに、国際交流員による外国人リーダー等に対する参加の働き
かけを行う。
○やさしい日本語で解説した避難生活ガイドブック等を活用し、外国
人、日本人県民向けに研修を実施する。
○避難生活ガイドブック多言語版を作成し、啓発を行う。

地域外交局
（多文化共生

課）

○防災に関する主要なパンフレット等の多言語化を推進
○地震防災ガイドブック「やさしい日本語」版の作成(多文化共生課に
協力)
○外国人住民のための避難生活ガイドブック「やさしい日本語」版の作
成(多文化共生課に協力)

○以下の啓発資料を６ヶ国語で作成し、啓発を実施している。
また、市町等に対しても多言語表記による津波避難看板等の
設置促進や海抜表示シールの普及促進等を働きかけてお
り、設置箇所が徐々に増えている状況である。
　・命のパスポート
　・地震防災ガイドブック
　・地震防災センターパンフレット
　・津波シアター映像DVD
　・富士山噴火時避難ルートマップ

○各種啓発資料の内容を充実させ、外国人へのさらなる防災知識の
普及や家庭内対策の必要性を周知し、防災意識の高揚を図る。
○外国人向け啓発資料の作成等により、市町の外国人防災対策の
支援を図る。

危機管理部
（危機情報課）

3

誰もが
安全・安
心を実
感できる
地域づく
り

･災害時、また災害に備えて適切な消費行動をとれる力を養うため、
「防災･減災　復興のためのヒント集」（ポルトガル語版）を作成(平成27
年度）。
・ブラジル銀行浜松出張所の協力を得て「災害時に備える消費者教育
推進モデル講座」を実施し、災害が起きた場合の避難生活や、ローリン
グストック法など平時からの備えについて勉強した(平成27年度）。

･多文化共生課へヒント集を200部程度配布し、「いわたイン
ターナショナルフォーラム2017」などで活用した(平成28年
度）。

○要望があればヒント集を配布し、防災の知識の普及を図る。
くらし･環境部
(県民生活課）

○外国語ボランティアバンク登録者を対象とし資質向上研修を実施し
た。

○ボランティア登録者数は着実に伸びている一方、活躍の機
会が限られているため、通訳ボランティアを必要とするイベン
ト情報を集め、災害時に備え日頃から活動の機会を提供する
ことが必要。

○各種イベント及び災害発生時にボランティアバンク制度が有効に
機能するよう体制強化を図る。

地域外交局
(多文化共生

課）

○地震防災センター等における外国人向け防災講座の実施
○防災知識の普及等により外国人県民の防災意識の高揚を
図る取組等に一層の努力が必要な状況である。

○防災研修や各種啓発資料の内容を充実させ、外国人へのさらなる
防災知識の普及や家庭内対策の必要性を周知し、防災意識の高揚
を図る。
○外国人向け啓発資料の作成等により、市町の外国人防災対策の
支援を図る。

危機管理部
(危機情報課）

33

地域防災の担い手と
なる外国人県民の育
成
(p.37)

○県地震防災センターと共催で、外国人学校向け防災研修を実施し、
年少期から防災意識を持つよう取り組んだ。

○毎年外国人学校に対して地震防災センターでの防災研修
を行っている。
○平成26年度に焼津市等と協力し、団地居住のブラジル人な
どを対象に防災訓練を実施した。

○これまで参加していないブラジル人学校に対しても防災研修への
参加を呼びかけ、より多くの児童・保護者に意識啓発をしていく。
○地域での防災訓練を支援していく中で、キーパーソンとなりうる人
材との連携を強化し、防災意識の向上を図る。
○危機管理部が実施する防災リーダー養成講座等への参加を呼び
かける。

地域外交局
（多文化共生

課）

○平成29年度新規事業として、県国際交流協会に、県拠出金と民間
寄付による基金を創設し、外国人児童生徒の日本語学習等の支援
を行う。
○外国人の子どもの教育環境整備についての県民理解の拡充に努
めていく。

地域外交局
(多文化共生

課）

（安全・安心）

7
危機管理対
策の推進

31
防災知識の普及啓
発
(p.51)

32
外国人県民に対する
サポート体制の構築
(p.51)

6

○　「ふじのくにNPO活動基金」が平成23年度に創設されたことなどか
ら、独自基金の創設ではなく、既存の基金を活用する方向で検討を実
施。

○　ふじのくにNPO活動基金により、平成23年度に１団体、平
成25年度に１団体が助成を受けている。（当基金は平成27年
度で5年の事業期間を終了。）
○　平成26年9月に設立された県内初の民間市民ファンド「ふ
じのくに未来財団」の活用についての検討と併せて、行政から
の支援が薄い外国人学校の児童生徒をはじめとする外国人
の子どもが将来、地域で共生し、地域や世界で活躍するグ
ローバル人材として育つことを支援する基金の創設を検討し
た。

外国人県民
が活躍でき
る場づくり

外国人県民の自立
支援のための基金創
設
(p.44)

30
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○外国人研修生や留学・就学生らに対する防犯教室を開催し、犯罪発
生状況とその被害防止対策を説明するなど、防犯意識の向上に努め
た。
○被害者の手引（「身体犯用」「交通事故用」）の外国語版を必要に応
じて交付し、各種支援制度の周知に努めた。

○　刑法犯認知件数は、平成14年をピークに平成15年から14
年連続減少しており、「平成29年末までに23000件以下」の数
値目標を達成した。

○外国人に対する防犯教室を開催し、犯罪発生状況とその被害防
止対策を説明するなど、防犯意識の向上に努めていく。
○犯罪被害者の確実な把握と、漏れのない「被害者の手引」の交付
に努めていく。

県警察本部
（生活安全企
画課、警察相

談課）

○県・市町の行政職員を対象とする「犯罪被害者等支援担当者研修
会」を開催し、犯罪被害者に対する相談体制の強化を図るとともに、窓
口を担当する職員による二次的被害の防止を図った。

○県・市町において犯罪被害者に対応する職員への研修の
実施により、犯罪被害者支援に対する相談窓口の質的向上
を図ることができた。

○今後も、「犯罪被害者等支援担当者研修会」を実施するとともに、
より効果的に相談窓口担当職員の養成に資するよう、対象者の拡大
を含めた研修内容の見直し等を進めていく。

くらし環境部
（くらし交通安

全課）

36
交通安全教育の推
進
（p.46）

○平成19年度から、外国人交通安全教育指導員を非常勤嘱託職員と
して任用し、警察署及び静岡県交通安全指導員と連携して、ポルトガ
ル語を母国語とするブラジル人を中心に、段階的かつ体系的な交通安
全教育を実施した。

○外国人が起因者となった交通事故は、外国人交通安全教
育指導員の任用前と比べ減少しており、交通安全教育の効
果が現れている。

○外国人交通安全指導員を外国人学校や外国人を雇用する事業所
等に派遣して、母国との交通ルールの違いや交通安全に対する考え
方を理解させるなど、効果的な交通安全教育に努める。

県警察本部
（交通企画課）

○通報者、通訳要員を交えた三者通話による受理体制の確立
○各警察署の部内通訳要員の配置状況の確認と連絡体制の強化
○通信指令能力検定、効果測定等による通話能力の向上

○通訳要員を交えた三者通話等により、通報内容の正確な
把握と情報提供を実施することができた。

○通信指令室に対する部内通訳要員の配置
○外国人との通話に必要な教養の実施
○継続的な効果検証による進捗の確認

県警察本部
（通信指令課）

○外国人研修生や留学・就学生らに対する防犯教室を開催するととも
に、通訳人を同行した巡回連絡等を通じて、日本の法律や社会のルー
ルに関する広報啓発に努めた。

○　刑法犯認知件数は、平成14年をピークに平成15年から14
年連続減少しており、「平成29年末までに23000件以下」の数
値目標を達成した。

○外国人に対する防犯教室や、通訳人を同行した巡回連絡を通じ、
日本の法律や社会のルールに関する広報啓発に努めていく。

県警察本部
（生活安全企

画課、地域課）

8
防犯・交通
安全対策の
推進

34
規範意識の高揚
(p.46)

35
防犯意識の向上及
び犯罪被害者支援
(p.46)

37
緊急通報電話等にお
ける対応
(p.47)

誰もが
安全・安
心を実
感できる
地域づく
り
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